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片木家の遠戚にあた
る松尾芭蕉が元禄年
間に信楽を訪れた時
に、詠んだ句です。

「知的資産」とは、従来のバランスシートに記載されている資産以外の無形の資産であり、
企業における競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランドなど）、
組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には表れてこない、目に見えに
くい経営資ｹの総称を意味します。よって、「知的資産経営報告書」とは、目に見えにくい
経営資源、すなわち非財務情報を、債権者、株主、顧客、従業員といったステークホル
ダー（利害関係者）に対し、「知的資産」を活用した企業価値向上に向けた活動（価値創
造戦略）として目に見える形で分かりやすく伝え、企業の将来性に関する認識の共有化を
図ることを目的に作成する書類です。

【作成日平成24年2月】
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代表から皆様へ

『当園のお茶づくりの信条』

代表 片木 明

古くから私たち日本人の暮らしの中に息づき、
親しまれてきたお茶。しかしこのお茶も生活の合
理化や多様化、それに対応した近代農法の進展の
中で、本質の忘れられたものになりつつあるので
はないでしょうか。

少しでも早く見かけの良いお茶をつくろう、少
しでも生産性を上げようとして農薬や化学肥料を
大量に使う─ それが近代農法というものの一つ
の姿でした。

昭和50年より行っている当園の完全無農薬の
栽培は、そうした現状に対する反省と危機感から
始まったものです。

より安全で、よりおいしいお茶をつくるため、
先人が築き伝えた自然な栽培に回帰し、何よりも
自分自身が本当に納得できるお茶をつくる─普段
何気なく飲むお茶、だからこそ安心して飲みたい
ものだと心より願っております。

今後も、そうした姿勢を茶づくりの信条として
いきますので、皆さまのご愛顧宜しくお願い致し
ます。

『味と安心への願いを込めて』

科学の進歩・発達に伴い、作物の大量生産や促成栽培を可能にした現代農業で
すが、その陰で失われたものもまた多くあります。

土や太陽にじっくり育てられたものならではの深い味わい、瑞々しい季節感、
そして安全性無農薬による茶づくりは不可能といわれる中で、当園があえてその
困難に挑戦しましたのは、そのようにして失ったもの、とくに安全性を取り戻し
たいと願ったからに他なりません。

現在、当無農薬茶園内におきましては、殺虫剤・除草剤等は一切使用致してお
りません。安心して口に運べるということは、食品にとって欠くことのできない
要素です。

中身よりも見かけ、安全性よりも経済性が優先される風潮の中で、ともすれば
見失ってしまいそうなその原点をしっかりと見つめ、先人が築き伝えた自然栽培
法に回帰して、自らが本当に納得できる茶づくりを行うこと。
今後もその心情に基づき、「安心して飲めるおいしいお茶づくり」に努力を重ね
てまいります。
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経営哲学

経営理念

経営者の経営理念を熟知し、顧客に対するお茶
についての説明もでき、自ら当園のお茶を購入
し飲んでくれています。喜んで作業をしてくれ
る環境づくりに努力します。

農産物の中で唯一洗浄工程のないお茶、また今
なお従来通りのお茶栽培をしている茶農家への
低農薬栽培から無農薬栽培への啓蒙運動と地球
環境にやさしいお茶づくりの実現を目指します。

一般に知らず知らず飲まされる残留農薬や食品
添加物添加のお茶、そのような身体に良くない
お茶、それに私は危機感を抱き、安心して飲ん
でいただけるお茶を製造しています。特に成長
最中の子供さんに安全なお茶を飲んでいただけ
るように努力します。

お客様
に対する想

い

お客様
に対する想

い

従業員
に対する想

い

従業員
に対する想

い

地域
に対する想

い

地域
に対する想

い

■良い食品の４条件
１．なにより安全 ・・・添加物や食品衛生の点で安心。
２．おいしい ・・・形状・色沢・香味・食感のすべてが「本物」。
３．適正な価格 ・・・品質にてらして安い値段。
４．ごまかしがない・・・不当・誇張表示、過剰包装がない。

■良い食品を作るための４条件
１．良い材料 ・・・安全で良質。
２．清潔な工場・・・機械・設備の行き届いた手入れと清掃。
３．優秀な技術・・・品質を正しく見分ける眼と、素材の特性を引き出す腕。
４．経営者の良心・・儲けよりも品質を重んじる「職人の心」を持ち、

良い食品づくりの会の理念より

皆さまのお口に入るからこそ、良い食品にこだわります。

地球環境に配慮。
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事業概要

近江・朝宮の起源は、今から約一二〇〇年の昔、八〇五年（延暦二四年）に
僧・最澄（伝教大師）が留学先の中国より茶の種子を持ち帰り、滋賀の『比叡
山麓』および『朝宮の宮尻の地』に植えたことに発すると言われています。

これは現在の『宇治茶』『静岡茶』などの発祥とされている、僧・栄西が中
国から茶の種子を持ち帰った時代より約四〇〇年も以前に遡るものです。

最古の茶園歴史を有する産地として、めぐまれた気候・風土のもとで比類な
き香味をもつ『朝宮茶』の伝統を育てており、歴代の天皇にも献上されるなど、
その茶味は広く茶の通人に愛好されています。

近江・朝宮の起源は、今から約一二〇〇年の昔、八〇五年（延暦二四年）に
僧・最澄（伝教大師）が留学先の中国より茶の種子を持ち帰り、滋賀の『比叡
山麓』および『朝宮の宮尻の地』に植えたことに発すると言われています。

これは現在の『宇治茶』『静岡茶』などの発祥とされている、僧・栄西が中
国から茶の種子を持ち帰った時代より約四〇〇年も以前に遡るものです。

最古の茶園歴史を有する産地として、めぐまれた気候・風土のもとで比類な
き香味をもつ『朝宮茶』の伝統を育てており、歴代の天皇にも献上されるなど、
その茶味は広く茶の通人に愛好されています。

私たち「かたぎ古香園」は、300～400ｍの高地で、年間の温度差が大きい独特の
気象条件の 茶づくりに好適な条件を備えた朝宮で、180ａの自茶園を有し高級茶葉を
栽培しています。現当主6代目が30年以上の長きに亘って、農薬や化学肥料を使わず
栽培してきたことで、安全で安心して飲める本当においしい朝宮茶を市場に提供・販
売する事業を行っています。

＜無農薬茶畑から採れたこだわりの商品ラインナップ＞

朝宮茶とは？

事業概要

①煎茶

②抹茶

③ほうじ茶

④ウーロン茶

⑤その他

⑥紅茶（新商品）
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お茶の新芽は収穫してから一回も洗うことなく荒茶製造機械で加工し､袋詰めさ
れお客様に渡ります｡その後飲まれるときは、お湯を注いで飲んでいただく､つまり
農薬がついたままのお茶を直接飲むことになるのです｡大変恐ろしい事をしていた
のだと始めて気がつきました｡その怖さに気づいたのが昭和50年のことでした｡

頭で描いた無農薬栽培､口で言うのは簡単なのですが､実際に取り組んでみたらそ
れはもう大変大変｡すぐに害虫と病気の大発生に見舞われ､きれいに管理した茶園の
姿が一変しました｡緑の茶葉がチヤノミドリヒメヨコバイの影響で徐々に黄色くな
り次に赤く変色､ついには大切な茶菓は落葉のうきめに遭ってしまいました｡それだ
けでは済まず､その弱った茶の幹に､茶の木の生死を分けるとも云われる害虫､クワ
シロカイガラムシが発生したのです｡被害に遭った茶の樹は枯死するしかありませ
ん｡力を出して出てきた痛々しい新芽も又害虫と病気の攻撃に遭い､無農薬茶栽培に
対しての戦いはまだまだ続きました｡途中これはやはり無理かもしれないと何回も
挫折しそうになりました｡

先が見えず黙々と三年目､今年もダメだろうと諦めていた処､その四月に新芽が出
てきて五月には害虫の大量発生を見ずに不思議と新茶が収穫出来たのです。収量は
少なかったが待ちに待ったおいしいお茶が出来上がりました｡感激のあまりおいしく
感じたのかもしれませんが口では言い表せない大きな喜びでした｡そのときの感慨は
私の人生の中での大きな1ページとなり新たなるスタート地点ともなりました｡よく
見ますとその茶園にはクモ･カマキリ･テントウムシ等が一滴の農薬を散布しなかっ
たおかげでそれらの天敵が､私の我慢のなかで序々に育んでいたのです｡ここでやっ
と無農薬栽培での基礎が出来たのです｡年々茶園も丈夫になり収穫量も徐々に増え､
土壌も段通を麟むようにふかふかになりその土中には土作りの名手ミミズが繁殖し
て茶栽培に適した土になりました｡私はこの栽培方法を自然回帰農法と名づけました｡

これまでの事業展開① ～無農薬茶づくりへの挑戦～

自然回帰農業の芽生え

無農薬栽培への挑戦

無農薬栽培へのきっかけ

無農薬栽培の拡大

自分だけでの無農薬茶づくりでは範囲が知れている､誰でも全国のお茶屋さんで安
全な無農薬のお茶が買えるようにならなければならないと考え､じぶんの今までの経
験を基本として静岡や三重･京都等の茶産地の友人達に普及に回りました｡そういっ
た活動が広がり、少しづつ有機栽培農家で産地でその数を増やしてくれています｡
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人的資産 構造資産 関係資産 商品
顧客
評価

安
全
安
心
の
お
い
し
い
お
茶

当園が、現在まで蓄積してきた知的資産は３つです。具体的には、①代表の有
するお茶に関する豊富な知識・経験、②６代にわたり培ってきた茶葉の生産技
術、③独自の販売を可能とするネットワーク力です。これら３つの知的資産が
融合し相乗効果を発揮しながら、付加価値の高い商品を提供することによって、
顧客からの評価を得てきました。以下に当園の知的資産の価値創造の連鎖を示
します。次ページ以降では、これら知的資産の一つ一つに焦点を当てて詳しく
説明しています。

当園が、現在まで蓄積してきた知的資産は３つです。具体的には、①代表の有
するお茶に関する豊富な知識・経験、②６代にわたり培ってきた茶葉の生産技
術、③独自の販売を可能とするネットワーク力です。これら３つの知的資産が
融合し相乗効果を発揮しながら、付加価値の高い商品を提供することによって、
顧客からの評価を得てきました。以下に当園の知的資産の価値創造の連鎖を示
します。次ページ以降では、これら知的資産の一つ一つに焦点を当てて詳しく
説明しています。

当園の知的資産 知的資産マップ

※人的資産とは、「モチベーション」や「行動特性」、「経験」など人に帰属する
資産のことです。その人が退職などで会社から離れると失われる資産です。

※構造資産とは、「品質管理｣や「情報システム」、「業務プロセス」など組織に
帰属する資産のことです。属人的な要素であっても個人の退職などで失われず、組
織に蓄積されている資産です。

※関係資産とは、「関係会社」や「顧客」、「ブランド」などステークホルダーと
の間に築き上げた資産のことです。自社とステークホルダーとの関わりの中で、蓄
積されている資産です。

茶葉の生
産技術

茶葉の生
産技術

代表のお
茶の知

識・経験

代表のお
茶の知

識・経験

ネット
ワーク力

ネット
ワーク力

無
農
薬
の
高
級
朝
宮
茶
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当園の知的資産①代表の有するお茶に関する豊富な知識・経験

当園代表は、35年以上のお茶栽培現場に
携わってきた経験を有しています。学生の頃
から6代目として実家の茶園を継ぐことを決
め、農業専門学校に進学して茶業の専門知識、
近代農業を学びました。その知識を実際の栽
培現場で創意工夫し、磨き上げ蓄積してきま
した。

また、お茶の世界の深さは果てがないとの
実感から、日本茶インストラクター（認定番
号02‐0472）の認定を受けるなど知識を向
上させるための取り組みを日々行っています。
インストラクターを通じてお茶に関する啓蒙
活動も行っています。

（１）代表の有するお茶に関する豊富な知識・経験

当園代表は、お客様により安全で、よりおいしいお茶を飲んでもらうこと、何
よりも自分自身が本当に納得できるお茶をつくるのを信条に無農薬栽培に取組ん
できました。より良いお茶をお客様に届けるためやお茶の知識をより活かすため
に、経営や農業に関する知識の蓄積も図っています。これからは消費者のことを
もっと考え、生産者と消費者が互いに顔が見える経営・農業が大切だと考えてい
ます。そういった熱い想いがあったからこそ、無農薬栽培が実現できたと言えま
す。

【重要評価指標】
代表の年間講演回数 約10回
年間異業種交流参加数 約15回
2005年毎日農業記録賞 受賞

また、お茶業界だけでなく様々な業界の方
との交流を深めるために、良い食品づくりの
会を初め多くの交流会やイベントに参加して
います。そこで、少しでも多くの方にお茶の
本当の良さを伝えるべく「知っ得お茶の知
識」の講演を積極的に行っています。お茶の
効能や飲み方、歴史文化など初めて知ったと
いった声も多く、好評を博しています。

他にも農業を取り巻く厳しい環境に関する
提言などを寄稿する「毎日農業記録賞」の一
般部門に地区入賞をするなど農業に関する提
言や改善を訴えています。

単なる知識を持っているだけでなく、こう
した取り組みを通じて、新たな生産方法の開
発や販売先の開拓など新たな事業展開につな
がっています。

【重要評価指標】
お茶の栽培従事35年以上
日本茶インストラクター認定
滋賀県指導農業士

（２）知識の追求が生み出す新たな展開

生産技術
ネット

ワーク力

知的資産

知識
経験

（お茶の説明をする代表の様子）



9

当園の知的資産② ６代にわたり培ってきた茶葉の生産技術

当園は、江戸末期創業で6代に亘り、製茶
業に取組んできました。その100年以上の経
験・ノウハウをデータとして蓄積し、生産技
術に活用しています。例えば、揉む工程にお
いて、気温・温度・湿度等のデータ管理のも
と独自の工程管理を行っています。

商品化するには、肥料改良や収穫などのお
茶の栽培から、生産、保存、加工（ブレン
ド）まで繊細な作業が行われます。各作業の
一つでも不備があれば、そのお茶は良質な物
にはなりません。当園では、その一つ一つの
作業を気候や状況に応じ長年培った経験と適
切なデータ活用を組み合わせることで、良質
のお茶を実現しています。

特に現場の変化には敏感に対応する必要が
あるので、データだけの管理でなく、常に茶
園に入り、茶園と会話をすることで、迅速に
適切な対応ができるように心がけ、徹底して
います。

（１）6代にわたり培ってきた茶葉の生産技術

（２）無農薬栽培を可能にする生産技術

生産技術
ネット

ワーク力

知的資産

知識
経験

生
葉
生
葉

蒸
す
蒸
す

揉
む
揉
む

乾
燥
乾
燥

茶摘後の生産工程

無農薬栽培に関して33年の創意工夫してき
た経験があります。（詳細はP10の無農薬茶づ
くりへの挑戦参照）その生産技術を学ぼうと茶
農家の方が見学に来られたり、地域への栽培指
導を行うなど生産技術の高い評価を得ています。

また、無農薬栽培の啓蒙活動を通じた知識の
深化、新たなノウハウの蓄積などにより、無農
薬栽培に関する生産技術が今も進化しています。

（現場作業の様子）

【重要評価指標】
100年以上のお茶の栽培に関する経験・ノウハウをデータベース化
33年間の無農薬栽培の実践
商品アイテム数 10年前は約50アイテムで現在は約70アイテム（約40％増）

（無農薬栽培の茶園の様子）
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当園の知的資産③ 独自の販売を可能とするネットワーク力

【重要評価指標】
歴任した役職

滋賀県中小企業団体中央会 青年部会長
甲賀郡農業後継者クラブ 会長
滋賀県茶業青年団 団長
信楽茶業協会 会長 など多数

当園は、当園商品を消費者に直接販売でき
るように、良い食品づくりの会を中心に販路
開拓をしております。また、異業種との連携
や販売店とのネットワークを構築することで、
独自の販売網を実現しています。販売網とし
て、生活協同組合コープしがとの取引などが
あり、他にもネット販売も実施しています。

（かたぎ古香園：http://www.katagikoukaen.com/）

一般的に茶農家が直接販売先を持っている
ことは少なく、茶問屋を通じ宇治茶として消
費者に届いている状況です。それが朝宮プラ
ンド構築の阻害要因にもなっています。当園
では、地域の茶農家の販売も手がけることで
朝宮ブランド構築やより良いお茶の消費者へ
の提供を図っています。

（１）独自の販売を可能とするネットワーク力

（２）地域や異業種とのネットワーク力

生産技術
ネット

ワーク力

知的資産

知識
経験

自分だけでの無農薬茶づくり
で消費者にお届けできる範囲が
限られています。全国どこのお
茶屋さんでも、安全な無農薬の
お茶が買えるようにならなけれ
ばなりません。そこで、自分の
今までの経験をもとに、朝宮地
区の茶農家や京都などの茶産地
の友人への普及活動を行ってお
り、無農薬栽培に取組む茶農家
が増えています。

（３）無農薬栽培の広がり

【重要評価指標】
具体的な販路

良い食品づくりの会
（生産者会員全国50社以上）
（協力店会員百貨店50社以上）

生活協同組合コープしが
など多数

直接販売率 １００％

当園は創業も古く、地域や茶
業界の活性化に取組んでいます。
そうした活動を通じて、様々な
業界や産学官とのネットワーク
が構築されています。そのネッ
トワークから新たなネットワー
クが広がり、新商品開発や販路
開拓などにつながっています。

朝宮地区の無農薬農家軒数

1

8

15

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

30年前 10年前 5年前 現在(平成 21.9)



11

当園の知的資産④ 安全安心のおいしいお茶

（１）無農薬の高級朝宮茶

（２）顧客評価

当園では、無農薬による安全安心だけでなく、毎日飲
むものだからこそ、食品としおいしくなくてはいけない
と考えており、おいしさを追求しています。そして、当
園の知的資産である知識経験・生産技術・ネットワーク
力が融合することによって、安全安心のおいしいお茶を
お客様に届けることができています。

そういった取り組みが実を結び、口当たり・香りが良
くさわやかさがあるお茶になっています。また、県や全
国のお茶の品評会でもおいしいお茶として高評価を得る
ことにつながっています。

【重要評価指標】
お茶の品評会 近年実績
・2008年滋賀県茶業コンクール煎茶の部3等
・2009年滋賀県茶業コンクール煎茶の部2等
・2009年全国茶品評会煎茶の部3等 など

＜お客様の声＞
朝宮のかたぎ古香園さんに見学に寄せ
ていただき、茶畑をみせてもらったり、
話を聞き苦労された事ただただ感激し、
それからは、かたぎさんのお茶ばかり
いただいています。
（滋賀県在住50歳代）

＜お客様の声＞
朝宮のかたぎ古香園さんに見学に寄せ
ていただき、茶畑をみせてもらったり、
話を聞き苦労された事ただただ感激し、
それからは、かたぎさんのお茶ばかり
いただいています。
（滋賀県在住50歳代）

＜お客様の声＞
かたぎ古香園のファンです。他のお茶
は農薬が心配で飲めなくなりました。
毎日毎食、必ず飲むものですから、安
全で美味しいものでなくては！！
（滋賀県在住20歳代）

＜お客様の声＞
かたぎ古香園のファンです。他のお茶
は農薬が心配で飲めなくなりました。
毎日毎食、必ず飲むものですから、安
全で美味しいものでなくては！！
（滋賀県在住20歳代）

＜お客様の声＞
毎日飲むものですし、洗ったりできな
いですから、最近はこのお茶ばかり飲
んでいます。味も良いですよ！
（滋賀県在住40歳代）

＜お客様の声＞
毎日飲むものですし、洗ったりできな
いですから、最近はこのお茶ばかり飲
んでいます。味も良いですよ！
（滋賀県在住40歳代）

当園の商品を一度購入して頂いたお客
様からは、安全安心やおいしさで評価を
頂き、再購入して頂いているケースが多
くあります。また、茶園の見学会を実施
していることで、当園の姿勢がより伝わ
り、更なる信用を得ることも少なくあり
ません。お客様がお茶を飲む時に茶畑の
風景や香りを思い出して下さればこれ以
上の幸せはありません。

そして、お客様からの直接の声が喜
び・励みになり、その声を反映した商品
の開発や更なる安全安心とおいしさの追
求につながっています。

（出典：クチコミ広場「生協商品クチコミ情報」全国版）

（茶品評会賞状）

注がれた時の煎茶本
来の色である「やまぶ
き色」は風味のあるお
いしいお茶の証拠です。
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これからの事業展開① ～現在から将来～ 今後の方向性

朝宮茶として市場への直接販売を拡大する。認知度
やブランド価値の向上のために、新たな販路開拓や
土壌改良などの研究、生産性向上のための設備投資
など海外でも通用するお茶づくりに取組んでいく。

新たな収益の柱として、国産紅茶事業を展開する。
外部機関や専門家と連携し、高品質の商品開発に取
組んでいく。新事業については、後継者となる当園
7代目が中心に行っていきます。

無農薬栽培の更なる普及活動や指地域への栽培指導
を行うことで、無農薬栽培の茶農家を増やし、安全
安心のお茶が全国どこでも購入できるように取組ん
でいく。

無農薬栽培
の普及

無農薬栽培
の普及

朝宮茶ブラ
ンド構築

朝宮茶ブラ
ンド構築

新事業展開新事業展開

「かたぎ古香園のお茶はおいしい」と誰もが言ってもらえるようになると共に
朝宮茶を一般消費者、全国、海外に認知されるようにする。

今後の方向性

①商品の開発
・地域資源活用事業による国産紅茶商品、ギフト商材の開発 等

②土壌の改良
・白クローバ肥料による無施肥栽培の取組み、大学等との連携・共同研究 等

③生産能力向上
・農事組合法人による共同工場など設備投資、大学等との連携・共同研究 等

④販路の開拓
・良い食品づくりの会や百貨店での催事など販売促進、専門家の活用 等

具体的な取り組み

【当園7代目片木隆友の紹介】

7代目となる片木隆友は当園の後
継者としての活動だけでなく、
信楽町農業後継者クラブの会長
に就任しているなど地域・業界
の活動も積極的に行っています。



13

これからの事業展開② 紅茶事業について

急須で入れれば人の和
最近、お茶はペットボトルが人気だが、急須でお茶を入れる習慣は人と

人との関係を取り持ち、相手を思いやる大切な文化です。家庭や人の和に
もつながるのではないのでしょうか？たかがお茶、されどお茶。この価値
を取り戻してみませんか。

提言

紅茶事業は、「高品質の朝宮茶」、「やぶきた種」、「ウンカの食刺葉」を活
用し「国産紅茶（信楽高原紅茶）」を開発生産し、茶産地である信楽・朝宮地域
における新たな商品として販路の拡大を図り、新たな事業の柱に育成すると共に、
地域の活性化を行う事業です。地域資源である朝宮茶（やぶきた種）による自然
栽培農法を完成させ、京都大学の坂田名誉教授やその門下生の方たちと、ウンカ
の及ぼす発酵過程の研究成果を活用しながら、その製造工程を工夫し、更におい
しい香りの高い紅茶を作り上げることを目指します。高付加価値の自社ブランド
製品の開発・販売を行い、売上の実現を図ります。

紅茶事業は、「高品質の朝宮茶」、「やぶきた種」、「ウンカの食刺葉」を活
用し「国産紅茶（信楽高原紅茶）」を開発生産し、茶産地である信楽・朝宮地域
における新たな商品として販路の拡大を図り、新たな事業の柱に育成すると共に、
地域の活性化を行う事業です。地域資源である朝宮茶（やぶきた種）による自然
栽培農法を完成させ、京都大学の坂田名誉教授やその門下生の方たちと、ウンカ
の及ぼす発酵過程の研究成果を活用しながら、その製造工程を工夫し、更におい
しい香りの高い紅茶を作り上げることを目指します。高付加価値の自社ブランド
製品の開発・販売を行い、売上の実現を図ります。

当園の紅茶の優位性

紅茶事業の内容

（ウンカと食刺された茶葉 ）

①長年培ってきた栽培ノウハウを活かした農薬を使用
しない朝宮茶（やぶきた種）

②天然の甘みはむしろ「やぶきた種」の方がすぐれて
おり、カテキンによる渋みを持つ「べにふうき」とは
異なる味や香りだしの特徴＜一般の紅茶は「べにふう
き」を使用＞

③夏場発生する害虫「ウンカ」を利用※し、食刺葉の
加工方法（気候、温度、湿度と加工方法の最適化）の
工夫を重ねることで、紅茶の味・香りが醸成

これらの優位性により「香りよく、渋みがなく、飲
みやすい紅茶」となっています。特別な飲料ではなく、
急須で飲める紅茶として、何気なく飲める新しい飲料
として展開していきます。

※ウンカの食刺作用

茶葉や芽は、ウンカと
いう害虫が樹液を吸うと、
自分の身を守ろうとする
ため、独自のポリフェ
ノールを作り出して独特
の香りを発する。ウンカ
が付くことによって、茶
葉や芽がそもそも従来な
い香りを発するようにな
るが、さらに、これを製
茶することで、香気が変
化し、リナロール類が著
しく増加、素晴らしい香
りが発することになる。



これからの事業展開③ 紅茶事業 ～知的資産マップ～

人的資産 構造資産 関係資産 商品
顧客
評価

緑
茶

無農薬の
高級

朝宮茶

安全安
心おい
しい

緑茶

紅
茶

日本で
最初の

ウンカ茶

安全安
心おい
しい
紅茶

茶葉の
生産技術

茶葉の
生産技術

代表の
お茶の

知識・経験

代表の
お茶の

知識・経験

ネット
ワーク力

ネット
ワーク力

ウンカ
食刺紅茶の
栽培技術

ウンカ
食刺紅茶の
栽培技術

無農薬
栽培への
こだわり

無農薬
栽培への
こだわり

ネット
ワーク力

ネット
ワーク力

かたぎ古香園の

知的資産活用

緑茶
（不発酵茶）

紅茶
（発酵茶）

緑茶と紅茶の製造の違い

無農薬栽培
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当園が、現在まで蓄積し
てきた知的資産は３つです。

具体的には、①代表の有
するお茶に関する豊富な知
識・経験、②６代にわたり
培ってきた茶葉の生産技術、
③独自の販売を可能とする
ネットワーク力です。

これら３つの知的資産が

融合し、相乗効果を発揮しなが
ら、付加価値の高い商品を提供
することによって、顧客からの
評価を得てきました。

この知的資産を紅茶づくりに
活かして①無農薬栽培へのこだ
わり②ウンカ食刺紅茶の栽培技
術を加え、新たに日本で最初の
ウンカ茶という付加価値の高い
商品を提供しています。

以下に当園の知的資産の価値
創造の連鎖を示します。

緑茶を作る際に培われた「代表のお茶の知識・経験」と「茶葉の生産技術」によって、無
農薬の茶栽培が活用されています。これらの知的資産は、日本で最初のウンカ茶を生みだ
す、「無農薬栽培へのこだわり」や「ウンカ食刺紅茶の栽培技術」へと活用されています。



かたぎ古香園の

ブランディング

【ウンカ茶】紫香楽【銘茶の地】朝宮

【無農薬栽培】かたぎ古香園

ウンカ茶であること。香りが高

く評価される台湾の東方美人やイ

ンドのダージリンなどは、ウンカ

が重要な役割を担っていることは

有名。かたぎ古香園の紅茶「紫香

楽」も同じウンカ茶。無農薬栽培

のかたぎ古香園だから生み出せた

ということを訴求する。

無農薬栽培であること。かたぎ古香園は江戸

末期創業、現在で7代目まで続く古い茶園であ

る。かたぎ古香園の無農薬栽培は、創業の頃の

自然と対話する栽培方式に立ち戻った茶業であ

るということを訴求する。

銘茶の地であること。そ

の歴史は古く、現在有名な

宇治などから400年さかの

ぼる最澄の時代に発祥した。

「独特の山の香り」と「味

の良さ」が評価され歴代の

天皇・将軍に献上されてき

た銘茶の地であることを訴

求する。

これからの事業展開③ ～ブランディングの取り組み～
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かたぎ古香園では今後、
もっとも特徴的である「香
り」の強みを活かすためブラ
ンディングを行います。

【商品：ウンカ茶・紫香
楽】【組織：無農薬栽培・か
たぎ古香園】【地域：銘茶の
地・朝宮】の３つの特長、強
みを積極的に情報発信します。

無農薬であることが求めら
れるために、日本ではほとん
ど生産されていない「ウンカ
茶」。江戸末期の自然な栽培
方法に立ちもどりウンカ茶の
生産を可能にした「無農薬栽
培」。独特な香りをもち業界
では高い評価を受けるも、一
般には知られていない「銘茶
の地」朝宮。

これらの認知を促し、かた
ぎ古香園としてのブランドを
構築していきます。



ブランディング① 無農薬がウンカをよび、ウンカが香りを生む

無農薬が、

香りを生み出す

今後のブランディング展開

世界のウンカ茶
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無農薬栽培であること。東
方美人やダージリンティーの
特徴的な強い甘い香りといえ
ば、ウンカが重要な役割を
担っていることは有名です。
そしてウンカが飛ぶ農園であ
るには、無農薬栽培であるこ
とが求められます。

日本のお茶栽培の現場では、
多種多様な農薬が使われてい
ます。虫がつかず育った茶園
はとても綺麗な風景を作り出
します。しかしそこには、自
然が偶然生み出す、奇跡は存
在しません。

かたぎ古香園では1975年から
無農薬栽培を開始しました。日
本では久しく無農薬栽培は行わ
れておらず、試行錯誤を繰り返
しました。

そして無農薬栽培はもちろん、
害虫なども引きつけることにな
ります。その中に「ウンカ」が
いたのです。ウンカに刺された
葉は変色し形を変えてしまいま
す。そのため、当初は害虫によ
る被害と考えていました。

しかしその後、多くの方々の
支援を受け、京都大学の坂田名
誉教授やその門下生の方たちと
ウンカの食刺による「強く甘い
香り」を持つ国産無農薬紅茶
【紫香楽】を完成させるに至り
ました。

香りが高く評価される台湾の東方美人やインドのダージリンなどは、ウンカの食刺
茶であり無農薬茶園（オーガニックガーデン）で作られています。

ウンカの発生は農薬を使えないことや、気候などの自然に左右されることも多く、
栽培が非常に困難なため、生産量・流通量ともに非常に少なくなっています。



ブランディング② 無農薬栽培の先駆者「かたぎ古香園」

今後のブランディング展開

江戸時代、

農薬は無かった

肥料と香りの関係〜かたぎ古香園の取り組み
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江戸時代、農薬はありませ
んでした。そして、かたぎ古
香園は江戸末期の創業。創業
当時は当然、無農薬栽培をし
ていました。

その後、茶栽培は大きな変
化を遂げます。人口の増加、
流通の変化、消費量の増大に
伴う増産。そして生産性の向
上を求められた結果、日本の
茶農家は農薬を導入していき
ます。そんな中、かたぎ古香
園も農薬による栽培を取り入
れていました。

そんなかたぎ古香園が創業

当時の無農薬栽培に立ち戻る
には、しばらく待つ必要があり
ました。

時は下って1975年、片木明が
６代目として当主を継ぎました。
これを機に従来の農薬を使用し
た茶栽培をあらため、無農薬栽
培へと立ち戻ることになります。

何も足さない、何も引かない。
ただ自然の生きる力をまっすぐ
に伸ばす。人が茶の栽培をコン
トロールするのではなく、茶の
持つ生命力を最大限に伸ばす農
業へと戻ったのです。

現在は、７代目片木隆友が無
農薬栽培による「ウンカ食刺紅
茶」の栽培を押ししすめ、国産
無農薬紅茶のさらなる市場拡大
を目指しています。

かたぎ古香園では、無農薬に加え「減肥」または「自然肥料」にも取り組んでいる。
化学肥料を使うと葉が大きく育ち収穫量は大きくなり、また甘みを増やすこともでき
る反面、香りが減ってしまいます。かたぎ古香園では、肥料を減らすことで収穫量は
減るものの「香り」を活かし、さらに萎凋などの行程で甘みを生み出すなどの取り組
みを行っています。



ブランディング③ 銘茶の産地は山紫水明、奇岩重畳、朝霧夜霧の地

最澄と朝宮の茶

今後のブランディング展開

朝宮と宇治の関係
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朝宮茶は実は、日本で一番
古い。日本のお茶の始まりは
栄西禅師が中国より茶を
1192年に持ち帰ったとされ
てきました。

九州の背振山に蒔き、出来
上がった茶園の種を、京都高
山寺の明恵上人が宇治・静
岡・狭山に移し植えたとあり
ます。

これらが今日の「八女茶」
「宇治茶」「静岡茶」「狭山
茶」の銘柄で知られる茶産地
となったといわれています。

しかし遡ること400年、伝
教大師・最澄が805年に中国
より持ち帰り「比叡山麓」の
坂本（大津市）及び「朝宮の

岩谷山」に植えたとあります。
現在もこの二ヶ所に茶樹が

残っており、天然記念物に指定
されています。そして、これが
日本最古の茶産地「朝宮茶」な
のです。

このように、千二百年の延々
とした歴史を持つ「朝宮茶」は、
「独特の山の香り」と「味の良
さ」を天下に誇り、日本五大銘
茶として歴代の天皇・将軍に献
上され、広く茶人に「お茶は宇
治・朝宮茶」と愛好されてきま
した。

古来より「銘茶の産地は、山
紫水明、奇岩重畳、朝霧夜霧の
地」と言われています。宇治田
原町と接する信楽盆地の「朝
宮」は、まさにその銘茶の産地
そのものです。

朝宮では一般的に、茶農家が直接販売先を持っていることは少なく、茶問屋を通じ宇
治茶として消費者に届いている状況です。それが朝宮プランド構築の阻害要因にもなっ
ています。かたぎ古香園では、地域の茶農家の販売も手がけることで朝宮ブランド構築
やより良いお茶の消費者への提供を図っています。
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当園概要

会社名
かたぎ古香園

代表 片木 明（かたぎ あきら）

業種 製茶業

事業内容

安全で安心して飲める本当においしい朝宮茶の栽培及び販売

本社

住所 〒529-1843 滋賀県甲賀市信楽町宮尻1090
TEL 0748-84-0135
FAX 0748-84-0128
メール info@katagikoukaen.com
ホームページ http://www.katagikoukaen.com

作成支援・監修専門家

本知的資産経営報告書の作成にあたっては、本書記載内容につき、その客観性を維

持・向上させる趣旨から、次に掲げる専門家のご支援・ご監修を賜りました。

中小企業診断士 加藤 秀勲（かとう ひでのり）

中小企業支援ネットワーク強化事業登録専門家

中小企業支援ネットワーク機関 滋賀県中小企業団体中央会 中嶋 和繁
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